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　日本とトルコの強い絆を生んだエルトゥールル号の沈没事故
（1890 年・串本町大島樫野崎沖）や、トルコ文化について知ってもら
うことを目的に、日本各地で「エルトゥールル移動実験室」と名付け
たパイロット・イベントを開催。沈没現場から発掘した遺品の一部
を展示・紹介するとともに、日
本とトルコの友情の歴史を解
説します。　串本町では、沈没
したエルトゥールル号の発掘と
研究を実施。掘削地域にマスコ
ミ関係者を集め、2007 年から
継続する発掘事業と発掘品を
公 開し、トルコと日本 の 友 好
メッセージを発信します。

※各事業の実施時期、実施場所などについては、状況により変更されることがあります。　※写真は各事業者より提供

　19 世紀から20 世紀にかけ
て国内外で開催された博覧
会の歴史を、絵画、歴史、工芸
資料などを通じて紹介しま
す。時代を映す鏡である博覧
会と人々はどのように向き
合ってきた の か、2025 年 の
大阪・関西万博開催に向け
て考えます。

　1970 年大阪万博の理念「人類の進歩と調和」をいかに継承し、
2025 年大阪・関西万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」
にどうつなげるかを比較文明学の視点から検討する国際シンポジウ
ムを開催します。

1940年 紀元二千六百年記念日本万国博覧会

1872年 文部省博覧会

「第37回比較文明学会大会シンポジウム風景
（中央大学、2019年）」

日本の学生に発掘された遺品について
説明する様子

沈没現場から遺品を発掘するダイバー

※辞退を除く

フリゲート・エルトゥールル号の発掘、広報、教育事業
事  業  者：BOSAV（トルコ）
期　　間：2021 年度で 90日間
開催場所：串本町、和歌山市、大阪市、東京都、札幌市、福岡市、秋田市
　　　　　を予定

特別展「博覧会の世紀」展
事  業  者：長崎歴史文化博物館
期　　間：2021 年 10月1日～ 11月28日（予定）
開催場所：長崎歴史文化博物館

比較文明学会国際シンポジウム
「いのち」をめぐる文明的課題の解決に向けて

事  業  者：千里文化財団
期　　間：2020 年 11月21日～ 11月23日
開催場所：国立民族学博物館

国際文化交流、国際親善に寄与する活動（一般助成事業）　★印は外国で行われる事業（国内団体含む）

　地球音楽プロジェクト実行委員会

★アジアデザインアート展覧会コンソーシアム

★特定非営利活動法人 フェア・プラス

★特定非営利活動法人 魁文舎

★特定非営利活動法人 東京高円寺阿波おどり振興協会

　日本環境ジャーナリストの会

　歴史街道推進協議会

★特定非営利活動法人 AfriMedico

　特定非営利活動法人 Little Bridge

★一般社団法人 タチョナ

★公益財団法人 山本能楽堂

　ミュージックジェネレーション・ジャパンチーム

★一般社団法人 古伊万里再生プロジェクト

　特定非営利活動法人 ACROSS

★・エコツミ・プロジェクト

★一般社団法人 オフィスアルブ

★佐渡祭ワールドツアー実行委員会

　一般社団法人 東京国際合唱機構

★芭蕉繊維研究会

★一般社団法人 Ｐ

★一般社団法人 教育支援グローバル基金

★East Asia Theater Interaction 実行委員会

★国立カタルーニャ美術館 (スペイン)

★テネシー州アジアンカルチャーセンター (アメリカ）

★ウェリントン・ジャパン・フェスティバル・トラスト(ニュージーランド)

★フィラデルフィア日米協会 (アメリカ) 

　バンクーバー・インターカルチュラル・オーケストラ(カナダ)

★Noh Society,Inc.（アメリカ）

　カンパニー・ニュー・ヒーローズ（オランダ）

ジョヴァンニ・ソッリマ来日公演 2020 Theory of the Earth 地球の躍動～チェロと三味線とオーケストラのための 

「失われたクメール美術」国際文化交流 ― 恒久的世界平和を目指して ―

フィリピンの山村への生活支援事業と日本の農村の伝承技術との国境を越えた連携による普遍的価値の発信

声明の会・千年の聲「螺旋曼荼羅海会」北米ツアー

東京高円寺阿波おどり 2020 サイパン公演

IDFC日本ミャンマー学生会議

アジア環境ジャーナリスト交流：日本の気候変動対策ビジネスを日本とアジアの記者が共同取材し、その結果を紙面やシンポジウムで報告する

日本文化体感プログラム　関西の歴史・文化体験を通じた首都圏留学生と地元大学生の交流事業

タンザニア農村部への「置き薬」設置を加速化するための顧客台帳電子化事業 

東京オリンピックにおけるボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表選手事前キャンプおよび日本とボスニア・ヘルツェゴヴィナとの交流事業

ご近所映画クラブ in タイ 

Noh for SDGs ～新作能「オルフェウス」持続可能な社会の実現に向けて日本の伝統文化を世界に発信（河床）

マイケル・ルーニー、ジューン・マッコーマック＆ミュージックジェネレーション・リーシュ・ハープアンサンブル日本ツアー 2020

オーストリア・ロースドルフ城「陶片の間」における日本文化ワークショップを通じた国際交流 

日本・カンボジア未来交流プログラム 

日本神話発信事業　コンテンポラリーオペラ「KOJIKI」 

Echoes of Calling 

世界で門付けを「ドバイ国際博覧会 × 佐渡祭ワールドツアー」プロジェクト 

第 3 回東京国際合唱コンクール 

ミャンマーにおける糸芭蕉の利用をとおした農民の所得向上と相互の伝統的織物産業の活性化に向けた交流事業

舞台芸術作品の創作、上演を通じた東南アジア・欧州の文化交流プロジェクト 

ビヨンドトゥモロー　アジア・サマープログラム2020 

東アジア国際舞台芸術交流プログラム 2020 in Fukuoka 

企画展「火の色：濱田からアルティガスへ」 

テネシー州アジアンカルチャーセンター 

2020 年ジャパン・フェスティバル・ウェリントン 

ジャパン・フィリー 2020：一年間、無数のつながり 

日本・カナダ　作曲家交流プロジェクト　バンクーバー・インターカルチュラル・オーケストラ＆九州・沖縄作曲家協会

能レクチャー公演北米ツアー

ミレニアル世代との出会い
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　特定非営利活動法人 セイブ・イラクチルドレン・名古屋

　国際細胞老化研究会 2020 年度学術会議実施委員会

　第 8 回アジア・パシフィック少数多体系物理に関する国際会議組織委員会

　凝縮系の光物性物理学国際会議 2020

　公立大学法人 京都市立芸術大学

イラク医師の日本での医療研修・国際交流とその広報 

国際細胞老化研究会 2020 年度学術会議 

第 8 回アジア・パシフィック少数多体系物理に関する国際会議 

凝縮系の光物性物理学国際会議 2020 

芸術資源研究センター重点研究プロジェクト　－ バシェの音響彫刻 特別企画展 － 

The First Symposium on Carbon Ultimate Utilization Technologies for the Global Environment

　第 7 回国際植物細胞壁生物学会議組織委員会

　一般財団法人 千里文化財団

　日本地球掘削科学コンソーシアム

　第 14 回宇宙空間シミュレーション国際学校 実行委員会

　長崎歴史文化博物館

　情報・システム研究機構　国立極地研究所

　BOSAV（トルコ）
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2020 年度　日本万国博覧会記念基金助成事業一覧

事 業 者 名 事 業 名 決定金額（万円）

事 業 者 名 事 業 名 決定金額（万円）

　The First Symposium on Carbon Ultimate Utilization 
　Technologies for the Global Environment 組織委員会

1

2 教育、学術に関する国際的な活動（一般助成事業）　★印は外国で行われる事業（国内団体含む）

★International Development Field Camp for 
　Myanmar and Japan Youth Leaders

日本万国博覧会記念基金事業

第 7 回国際植物細胞壁生物学会議 

比較文明学会　国際シンポジウム：「いのち」をめぐる文明論的課題の解決に向けて 

人類未踏のマントルへの挑戦：水惑星地球の未来予測に向けた根本課題の検討 

第 14 回宇宙空間シミュレーション国際学校 

特別展「博覧会の世紀」展 

アジア極地科学フォーラム年次総会 

フリゲート・エルトゥールル号の発掘、広報、教育事業 


